
令和元年　地域づくり市民会議　アンケート集計

１ 参加者の情報

【地域名（ブロック名）】

回答数 参加者数 回収率

上部・東部（第1・2） 18 38 47%

西部（第3） 14 31 45%

南部（第4） 16 29 55%

日滝（第5） 19 43 44%

豊洲（第6） 19 56 34%

旭ケ丘（第7） 16 43 37%

日野（第8） 19 39 49%

井上（第9 15 37 41%

高甫（第10） 11 30 37%

仁礼（第11-1） 26 50 52%

峰の原（第11-2） 17 43 40%

豊丘（第12） 32 74 43%

合計 222 513 43%

【問1】性別

回答数 構成比

男性 188 84.7%

女性 28 12.6%

無回答 6 2.7%

　計 222 100.0%

【問2】年齢

回答数 構成比

10代 0 0.0%

20代 2 0.9%

30代 2 0.9%

40代 12 5.4%

50代 24 10.8%

60代 138 62.2%

70代 39 17.6%

80代 4 1.8%

無回答 1 0.5%

　計 222 100.0%
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【問3】参加理由

回答数 構成比

区の役員だから 152 77.6%

市政・地域に関心がある 31 15.8%

その他 3 1.5%

無回答 10 5.1%

　計 196 100.0%

【問4】参加回数

回答数 構成比

初めて参加した 78 35.1%

2回目以上 97 43.7%

ほぼ毎年参加 34 15.3%

無回答 13 5.9%

　計 222 100.0%

２ 会議の内容について

回答数 構成比

有意義だった 45 20.3%

まあまあ有意義だった 82 36.9%

普通 67 30.2%

やや不満だった 13 5.9%

不満だった 2 0.9%

無回答 13 5.9%

　計 222 100.0%

回答数 構成比

理解できた 50 22.5%

普通 144 64.9%

理解できなかった 11 5.0%

無回答 17 7.7%

　計 222 100.0%

【問1-1】会議の全体的な感想

（※1）【問1-3】「理解できた」と答えた方の具体的な回答は別紙1に記載

（※2）【問1-4】「理解できなかった」と答えた方の具体的な回答は別紙2に記載

【問1-2】市の回答や説明事項について

区の役員だから

市政・地域に関心

がある

その他
無回答参加理由

区の役員だから 市政・地域に関心がある その他 無回答

初めて参加した

2回目以上

ほぼ毎年参加

無回答参加回数

初めて参加した 2回目以上 ほぼ毎年参加 無回答

有意義だった

まあまあ有意義だった

普通

やや不満だった

不満だった 無回答

会議の具体的な感想
有意義だった

まあまあ有意義だった

普通

やや不満だった

不満だった

無回答

理解できた

普通

理解できなかった

無回答

市の回答や説明事項について

理解できた

普通

理解できなかった

無回答

「その他」の具体的な記述

・PTAだから

・老人会役員

・区民だから
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回答数 構成比

現在の内容でよい 94 42.3%

市の政策をもっと説明すべき 33 14.9%

地域から市への要望を中心にする 44 19.8%

無回答 51 23.0%

　計 222 100.0%

回答数 構成比

はい 113 50.9%

いいえ 10 4.5%

わからない 55 24.8%

無回答 44 19.8%

　計 222 100.0%

回答数

広報須坂 39

市ホームページ 8

ツイッター 1

フェイスブック 0

隣組回覧や各戸配布物 70

同じ区の役員や区民 129

その他 4

【問1-5】会議の内容について

【問1-6】今後も参加したいですか

【問1-7】市民会議の情報を何で知りましたか（複数回答可）

現在の内容でよい

市の政策をもっと説明すべき

地域から市への要望

を中心にする

無回答

会議の内容について
現在の内容でよい

市の政策をもっと説明すべき

地域から市への要望を中心にする

無回答

はい

いいえ

わからない

無回答

今後も参加者したいのですがですか

はい

いいえ

わからない

無回答

0 20 40 60 80 100 120 140

広報須坂

市ホームページ

ツイッター

フェイスブック

隣組回覧や各戸配布物

同じ区の役員や区民

その他

市民会議の情報を何で知ったか（複数回答可）
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３ 市政全般について

回答数

広報須坂（広報紙） 188

広報須坂かわら版 19

Goolight（旧須高CATV） 38

その他テレビ 2

ラジオ 1

市ホームページ 61

いけいけすざかホームページ 20

ブログ・ツイッターなどのSNS 8

メールマガジン 6

須坂新聞 84

新聞（信毎・朝日・読売・日経） 97

その他新聞 1

隣組回覧や各戸配布物 98

ポスターやチラシ 20

【問3】「広報須坂」をどの程度読むか

回答数 構成比

毎号読む 150 67.6%

ときどき読む 42 18.9%

あまり読まない 16 7.2%

全く読まない 3 1.4%

無回答 11 5.0%

　計 222 100.0%

回答数 構成比

常に見る 11 5.0%

ときどき見る 84 37.8%

あまり見ない 70 31.5%

全く見ない 45 20.3%

無回答 12 5.4%

　計 222 100.0%

【問2】市の取り組みなどの情報を得る手段は（複数回答可）

【問4】「須坂市ホームページ」をどの程度見るか

・信濃毎日新聞 35 36.1%

・朝日新聞 2 2.1%

・読売新聞 4 4.1%
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広報須坂（広報紙）

広報須坂かわら版

Goolight（旧須高CATV）

その他テレビ

ラジオ

市ホームページ

いけいけすざかホームページ

ブログ・ツイッターなどのSNS

メールマガジン

須坂新聞

新聞（信毎・朝日・読売・日経）

その他新聞

隣組回覧や各戸配布物

ポスターやチラシ

市の取り組みなどの情報を得る手段（複数回答可）

新聞の内訳（回答数 40/90人中）

毎号読む

ときどき読む

あまり読まない

全く読まない 無回答

「広報須坂」をどの程度読むか

毎号読む

ときどき読む

あまり読まない

全く読まない

無回答
常に見る

ときどき見る

あまり見ない

全く見ない

無回答

「須坂市ホームページ」をどの程度読むか

常に見る

ときどき見る

あまり見ない

全く見ない

無回答
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【別紙 1】 

問 1-2-1 

市の回答や説明した内容について[①理解できた]と答えた方の具体的な内容 

 

【高甫】 

 野辺地区の鉱毒水対策 

 下八町の防災サイレンの向き（テスト） 

 具体的ではありませんが、それぞれの回答に納得しました 

 市の財政が大変であるが、知恵を出して運営している点 

 長野県全体でみても、市長の手当が低い点 

 

【峰の原】 

 区から市への意見としてあった AEDについて、知識が浅い私でも理解ができた。 

 

【日野】 

 最後に話題になっていた「防災」について、知らずのうちに誰かにお願いしたいというように考

えていたことに気づけたきがします。 

 防災関係、避難経路についてもっと詳細に 

 

【南部】 

 地域住民の総意でないと市は動けないという事 

 

【井上】 

 区の役員であるから、全般的に理解できた 

 

【日滝】 

 インター周辺の開発 

 

【西部】 

 市の方針がよくわかりました。 

 市議なので説明はうけている。 

 

【豊洲】 

 資料を使用した説明はわかりやすかった。 

 災害への備えと対策、災害発生伝達手段、避難についての行動指針について、説明、事例提示が

よく理解できた。 

 総合計画について 
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 古城荘の在り方、ICの未来 

 

【旭ヶ丘】 

 市の考えを直接聞けた。市長と直接話合える町ブロックが素晴らしい。 

 

【豊丘】 

 イノシシ、サルの対策について努力されていること 

 

【仁礼】 

 長野東インター周辺開発の件 

 待居橋 

 空き家対策について 

 市の財政状態はいつも同じで、致し方ないことだと納得 

 古城荘の説明。利用してみたいと思った。  
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【別紙 2】 

問 1-2-3 

市の回答や説明した内容について[③理解できなかった]とお答えの方は理由

をご記入ください。 
 

【峰の原】 

 「峰の原は災害が少ない、または大きな災害が起こりにくい地である」との話について。これは

大災害には至っていないが、風害ではけっこうな被害が生じている。半壊等もあった。この頃は

木も大きく、多くなって台風の直撃もないので大きな被害は出ていないが、それはたまたまであ

り、一昨年西日本で起きた台風災害のような風が吹いたら数軒の屋根が飛ぶであろう。最近住み

始めた人や下界の人には想像もつかないのだろうが。 

 

【南部】 

 予算上できないというのであれば、どのように確保していくか考えを話してほしかった。 

 

【日滝】 

 解答が具体的でない。 

 何も解決しないから。 

 

【上部・東部】 

 何回も説明し慣れているのでしょうが、口調が早く、無駄な言葉やあいまいな言葉が多く理解で

きない。 

 重要伝統的建造物群保存地区について、中長期の基本方向性、プランを立て推進していくという

基本姿勢が必要ではないか。 

 議会対応のようでした。 

 

【豊洲】 

 災害関係のレクチャーが早口すぎて、資料ページの案内もなく、わかりにくかった。理解が広ま

るような説明をお願いしたい。 

 

【旭ヶ丘】 

 昨年からどの程度努力したのか不明。実績がわからない。 

 

【豊丘】 

 明確な回答に欠ける。 

 

【仁礼】なし
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【別紙 3】 

［問 5］ 記述回答 

「須坂市の好きなところ（場所に限らない）」や「須坂市外の人に PRしたほ

うが良いこと」、「須坂市民として自分ならばお金をかけずに須坂市のために

できると思うこと（してみたいこと）」などを教えてください。 
 

【高甫】 

 臥竜公園の池の浄化と岸の整備。 

 動物園と臥竜山裏の公園、もう少し整備が必要。 

 人形博物館の冬のクリスマスツリー復活を検討願う。 

 各町、地域で花壇がよく整備されている。 

 くだもの等もっと PRを。 

 くだものが美味しい！  

 

【峰の原】 

 市外から移住してきたので、須坂（特に峰の原）の良さや好きなところを、SNSを用いて発信し

ていきたい。 

 果物の美味しさ。 

 自然。 

 

【日野】 

 水がおいしい！→どこの水かを PR 

 SmallCityの要素を満たす区域が広い→役所、学校などすぐに行ける今年を PR。 

 

【南部】 

 臥竜公園と米子滝。 

 観光誘致推進（大きくアピールが必要）。 

 果物（りんご、ぶどう）を１と同様に大きくアピール。 

 市外の人に PRする必要は全くありません。市民が暮らし良ければ自然に外に知れます。 

 坂田山共生の森。 

 

【井上】 

 オリオン機械北側道路で、朝、オリオンに通勤すると思われる車がスピードを出して危険との指

摘があり、会社側で日々調査していました。結果、通学路でもあり危険と判断され、社員が通行

しないよう決定されていました。お互い信頼された内容になりました。 

 臥竜公園が好き。 

 古道を見つけ、歩いて学び、須坂の再発見をする。 
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 高甫、高畑方面から見る北信五岳は素晴らしい。 

 市長が冒頭あいさつの中で、日本一の大幟と話された。市の文化財から県の文化財に格上げでき

るようにしてください。 

 

【日滝】 

 臥竜公園。 

 

【上部・東部】 

 須坂市は大きすぎず小さすぎず丁度よい規模、自然豊かで歴史的なものもあり、誇れるものは豊

富にあると思う。須坂市においてユニークなもの、たとえば、八丁鎧塚古墳、墨坂神社、笠鉾。

私なりに Facebookで発信しています。 

 気候も穏やかでとても住みやすいと思う。高齢化が心配。 

 自然が多い。サイクリングロードの整備をして。 

 長野市のベッドタウン。 

 果物がよくできる。病院や学校、通路などの美化（花植え、そうじ）などをする。 

 

【西部】 

 臥竜公園 

 地盤が強いこと。 

 自分が生まれ育った町なので、できるだけ PRするようにしている。 

 自然災害が少ない。 

 市民自らがお金を出してもよいと思う施策をすべき。 

 

【豊洲】 

 自然がよい。 

 子どもの教育に力を入れていること。 

 

【旭ヶ丘】 

 果物、農産物の販売を PR。 

 高齢者向けのボランティア、システムの充実（市民を巻き込んだ活動を）。 

 米子大瀑布、ナガノパープル、シャインマスカット。 

 

【豊丘】 

 自然、果物。 

 百々川の整備（マレットゴルフ場）。 

 豊丘ダムの景観・・・いやし効果等 PR、園里郷土資料館-離山-豊丘ダムをリンクさせた効果を

PR。 
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【仁礼】 

 動物園をもっと充実してほしい。例えば人気のある動物を連れてくるとか（例：パンダ） 

 写真による市の魅力の発信 

 明かりや行灯により「和み」の方向の提案 

 住んでいる人の人柄がよい。 

 米子町なので、米子滝の良いところをもっと県外や他市の方に PRできる。 

 滝の素晴らしい写真や動画を市民に配信してほしい。ポスターでも。 

 須坂のよい所は多くあります。PRをもっと考えてください。 

 米子大瀑布までの道路を整備し、もっと観光に便利にする 

 インター周辺の開発と、米子大瀑布の活用一層の活性化 
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【別紙 4】 

［問 6］記述解答 

本日の会議でご説明したことや市政全般に関するご意見などがありましたら

ご記入ください 

 

【高甫】 

 スピード感ある回答を、躍動した動きを希望します。 

 参加者が少なく残念です。 

 利便性を感じる道路整備（工事）をして欲しい。 

 

【峰の原】 

 避難場所にペンションを含めるならば、そのように明記してもらえるようペンションに協力を求

めるほうがグリーンゴルフさんの夜間対応よりか現実的だと考える。 

 夜遅くまでお疲れ様でした。 

 事前に予想した程度の解答であり、やや不満である。 

 担当が異動や担当替えで仕方ない部分もあるが、もう少し地域の状況を勉強してきてほしい。 

 

【日野】 

 農業後継者が今後、10～20 年経過するといなくなり、農業の維持が難しいと思われる。農業振興

の視点から地域での今後を話し合う必要がある。 

 今日の話とは別ですが、日野地区は農振地区でもあり、町単位で戸数増が望める、望めない事情

があります。人口が減る中、区民の人数が少ない町では役員として選出される機会が増え、負担

の増は避けられません。対策をご検討いただけるとありがたいです。 

 配布資料の削減は担当者を決めてぜひ実行していただきたい。 

 長電日野駅隣の拡幅工事の優先順位をぜひ上げていただきたい。 

 

【南部】 

 この地区に関して、細かい対応をしている様子が見えたので、今後形になるよう実践していただ

きたく考えます。 

 もう少し市民目線での対応が望ましい。 

 

【井上】 

 インター周辺の開発の今後が楽しみです。 

 「あえて車道幅を狭くするなど、物理的に通行しにくく」とあるが、しかし子どもを対象とした

犯罪等が発生しやすくなく環境になる。 
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【日滝】 

 公民館を地域住民にもっと開放し、週に 1 日程度、定期的に老人と子どもたちが交流できる機会

を作ってほしい。 

 現場を確認した上での回答に心がけてほしい。 

 都市計画の見通し（市街化調整区域、農振地域の線引き見直し）地域開発の余地をつくるべきで

はないか。 

 その場しのぎの説明ではなく、もっと具体的な話（計画）の考えを聞かせてほしい。 

 毎年同じ提案、意見交換をしても対策ができていない。もっと前進してもらいたい。 

 時間を短くしてほしい。 

 財政難が理由となって事業達成が難しいとは行政の怠慢。 

 

【上部・東部】 

 地域から市への要望など、どうせ無駄。 

 しらふじのような物件の取得や維持管理などやめてほしい。歴史的に云々は不要。日本中どこに

いっても同じようなものだし、結局扱いに困っているではないか。正気の沙汰ではない。 

 スピードをもっと早く。迅速に仕事をしてほしい。 

 レジメはできれば当日ではなく、事前に配布すべきだと思う。率直な感想を言わせてもらうと行

政的な無難な答弁が多くもっとざっくばらんなやりとりをすべきと思う。 

 信州須坂ハーフマラソンについて、小布施ミニマラソンのように盛り上がっていくと良いのです

が…いろいろなイベントにおいて、宣伝不足を感じます。 

 配布物が多く、市報の内容がつまらない。もっと自由な（ユニークな）内容を。広報については

内容の吟味を。 

 市民会議の案内（回覧）を、「○○ブロック市民会議」ではなく、対象町名を記してほしい。 

 少子高齢化についての対応が一番大事だと思うので、もっとしっかり考えていってほしい。 

 

【西部】 

 可燃ごみの袋、名前を書く位置をもっと上のほうにしてほしい。 

 須坂温泉の整備より育成会への交付金削減をすべきではない。 

 特定の議員が多く発言していたが、議員が多く発言する場ではないはず。 

 

【豊洲】 

 IC周辺開発はいいことだが、R403の整備をお願いしたい。（村山-市内間）。二車線ではなく、せ

めて右折車線を作ってほしい。 

 高齢者の避難の段階で放送がかからなければ、役員等が独居高齢者等に呼び掛けを行うのはむず

かしいのでは？ 

 市政、施策について直接担当部署から細かな説明を聞くことができてよかったです。 

 千曲川等、河川の利用を望む。 
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【旭ヶ丘】 

 市民へのアンケートですが、質・量ともに重く、回答を希望しているのか疑問。 

 市の説明は文書で丁寧に書いてあるので、それを読めばいい。書いてあることを説明する時間を

省けば、もっと会を短くできたり、違う話ができたりするのでは。（今回はその点がよい進行だっ

たと思います。）市長さんと話しができるのはとても素敵です。 

 効率よく市の職員を活用してください。 

 防災計画訓練等について、自発的、地域の特性に応じて自由に計画することができる、形骸化し

ないようにとあるが、地区にまかせたままでよいのか？行政、専門職が、（地区の計画を）間違っ

ていないかを指導する必要があるのではないか。 

 

【豊丘】 

 この会議に出たことで、地域の現状を知ることができてよかった。 

 市役所の窓口や電話で問い合わせをしたとき、担当者不在でわからないことが度々ある。対応で

きる人が一人しかいないというのはやめてほしい。 

 今日の会議の回答、難しいとは思うが具体的な日程の回答が欲しかった。 

 市民会議の参加職員（説明員）の名簿があるとよい。 

 

【仁礼】 

 先日、長野へ嫁いだ娘と豊丘ダムの下の公園に行きました。道路を整備していただければ良いな、

と思いました。 

 仁礼地区に屋根付きのゲートボール場を作ってほしい。現在、JAながの仁礼支所の倉庫が開いて

いるので、そこへ作ってもらえればいいと思う。 

 おもてなしのために、須坂にあるものを結びつけるコーディネートの仕方によって、もっと訪れ

る人に良い町にできると思うし、したい。 

 今日、これだけの人数が集まっているので、もっと言いたいことがあるはず。地域から市への要

望などに、もっと時間をかけるべき。 

 こまくさ牧場周辺の整備を早急にお願いします。 
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